秩父商工会議所NEWS
この表紙のイメージカラーは「秩父の色100選／屋台囃子」です。

発行：秩父商工会議所
埼玉県秩父市宮側町1-7
TEL.0494-22-4411
FAX.0494-24-8956

●今月のTOPICS
お知らせ等各種
会員企業紹介（新型コロナウイルス対応編）株式会社むさしの さん

・

10
31

（土）
11
29

さん （みの山）

西武秩父駅前

最優秀賞「初雪の朝」佐藤 常利

入選作品展

埼玉県秩父市野坂町１・
15

令和２年 月 日 ～ 月 日
秩父観光協会 秩父支部１階

16

http://www.chichibu-cci.or.jp/
info@chichibu-cci.or.jp

（日）

今月の表紙「感動の瞬間（とき）inちちぶ」
第５回写真コンテスト

（秩父市下吉田）

優秀賞【秩父商工会議所会頭賞】
「新竹取物語」緑川 勉 さん

（羊山公園）

優秀賞【（一社）秩父観光協会会長賞】
「なごり雪」髙澤 洋次 さん
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埼玉県商工会議所連合会

埼玉県知事、埼玉県議会議長に要望
埼玉県商工会議所連合会では、10月29日に大野元裕埼玉
県知事並びに田村琢実埼玉県議会議長に対し「令和３年度
埼玉県の施策及び予算編成に向けた要望書」を正副会長よ
り提出致しました。内容は、先月号でご報告のとおり各会
議所からの代表で構成される委員会で協議を重ね、会頭会
議で採択されたもので、小規模事業者支援の一層の強化、
雇用維持のための制度と取り組みの強化、飲食店・小売店
に対する支援、販路開拓・取引斡旋等に対する支援等を求
めるものです。

秩父商工会議所下期分会費について【口座振替日は11月30日（月）です】
平素から当所事業運営につきまして、格別のご高配を頂き、誠にありがとうございます。
令和２年度下期分会費の口座振替日は、11月30日（月）となります。一括年払いの会員様を除いて、ご指定の口
座より引き落としとさせて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。
また、会費の支払いに関して現在、年２回払い（５月末・11月末払い）の方で、年１回払い（５月末払い）に変
更を希望する場合はご連絡下さい。○お問い合わせ 秩父商工会議所 総務課 TEL 0494－22－4411

令和３年新年初顔合わせの会 中止のお知らせ
「新年初顔合わせの会」は、新型コロナウイルス感染症に対する来場者、開催関係者の安全面を最優
先に考え、中止とさせていただきます。ご参加を検討されていた皆様には大変申し訳ありませんが、何
卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

11月は「労働保険適用促進強化期間」です。
労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、政府が管理運営している強制加入の保険制度です。
労働者が業務上負傷した場合、労働者が失業した場合等に必要な保険給付を行っています。
労働保険は、原則として、労働者を一人でも雇用していれば、加入手続を行い、労働保険料を納めなければ
なりません。まだ加入されていない事業主の方は、速やかに加入手続を行うようお願いいたします。なお、手
続指導及び加入勧奨によっても自主的な加入手続を行わない事業主に対しては、強制的な加入を含めた対策を
実施しています。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所または埼玉労働局労働保険徴収課（電話048－600－6203）
におたずねください。

税務署からのお知らせ「記帳のしかた」の説明動画のご案内について
●税務署においては、決算説明会を開催しているところですが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、
本年は開催を見合わせることとしております。
●決算説明会の開催見合わせを受けて、国税庁において、説明動画「記帳のしかた（概要編・青色申告編・白色
申告編）」を作成し、Youtubeの国税局動画チャンネルに掲載を行いましたので、お知らせいたします。
記帳のしかた（概要編）

記帳のしかた（青色申告編）

記帳のしかた（白色申告編）

https://www.youtube.com/
watch?v=cc9mkkdipQo

https://www.youtube.com/
watch?v=inQgMIy0RxM

https://www.youtube.com/
watch?v=RRJzKOSixqc

〒369-1871 秩父市下影森181
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秩父商工会議所 新入会員紹介

３

会員数 1,687（11月１日現在）

事業所名

営業内容

〒

所在地

Tel

らーめん よこ田
十色整体院
OREGON TRAIL 秩父店
アスピレーション（株）
ONE
パティスリーイシノ
Hair mode SPICE

ラーメン店
整体院
アパレル・仕入れ・販売
電気設備工事
カフェバー
洋菓子製造・販売
美容室

368ー0042
368ー0043
368ー0046
368ー0052
368ー0042
368ー0032
368ー0046

秩父市東町21ー2
秩父市中町3ー8
秩父市宮側町20ー15 蓮見ビル1Ｆ
秩父市近戸町18ー2
秩父市東町22ー11
秩父市熊木町15ー2 KMGビル1F
秩父市宮側町15ー10

090ー9105ー4176
0494ー26ー6606
0494ー40ー1078
0494ー26ー7667
090ー4729ー9376
0494ー26ー5878
0494ー88ー9030

会議所の動き
10月
1日・プレスリリース事前対策セミナー
・ちちぶ創業塾③
2日・県連事務局長会議
・福島県経営指導員研修
・青年ネットワーク事業打合せ
5日・青年部役員会
8日・ちちぶ創業塾④

9日・秩父経済懇話会役員会
13日・日本政策金融公庫定例相談
・プレスリリース個別支援（～14日）
・ちちぶ創業塾⑤
14日・日商委員会オンライン配信
（～15日）
20日・中小企業大学校専門研修（～23日）
21日・日本政策金融公庫定例相談
・秩父経済懇話会10月例会
23日・経営革新支援担当者向け研修会

行事予定

18日・商品券換金日（9：30～11：30）
12月
23日・日本政策金融公庫定例相談
4日・県連相談所長会議（14：00～）
24日・商品券換金日（9：30～11：30）
8日・制度改正事業セミナー（14：30～） 29日・会議所休業日（～１/３）
9日・商品券換金日（9：30～11：30）
・日本政策金融公庫定例相談
1月
・制度改正事業セミナー（14：00～） 12日・商品券換金日（9：30～11：30）
10日・正副会頭会議（10：00～）
13日・日本政策金融公庫定例相談
・秩父間税会役員会（10：30～）
・北関東県連専務理事会議（～14日）
11日・県連事務局長会議（14：00～）
15日・県連人事管理委員会専務理事
会議（14：00～）
16日・日商委員会（～17日）

25日・第220回珠算能力検定試験
26日・日商保険担当者オンライン研
修会（～27日）
28日・火災共済代理所研修会
・日本政策金融公庫定例相談
・小規模事業者経営基盤強化事
業連携機関会議
・生活習慣病健診（～29日）
30日・企画提案型打合せ会議

19日・商品券換金日（9：30～11：30）
20日・日商委員会（～21日）
21日・県連専務理事会議（10：00～）
27日・日本政策金融公庫定例相談
29日・商品券換金日（9：30～11：30）
※日商……日本商工会議所
※関商連…関東商工会議所連合会
※県連……埼玉県商工会議所連合会
※商品券… 秩父市共通商品券「和同開珎」
秩父市プレミアム付商品券

(

簿記検定試験（ネット試験方式）のお知らせ

おめでとうございます（敬称略）

日商簿記検定試験の２級と３級について、年３回の統一
試験日にペーパーで行う従来の試験方式に加えて、随時施
行が可能なネット試験方式（ＣＢＴ方式）による試験を実施
することを正式に決定いたしました。2020年12月中を目途
に施行開始予定です。
詳細は「商工会議所の検定試験」のＨＰをご確認ください。
（ https://www.kentei.ne.jp/ ）

●第220回 珠算検定試験
第130回 珠算段位認定試験
令和２年10月25日（日）
会場：（一財）秩父地域地場産業振興センター

段位暗算 ３段 峯岸 快成（つくし珠算会）
１級 田口 萠 （寺子屋13番）
荒舩 脩介（寺子屋13番）
髙野 珠希（あゆみ珠算学園）

秩父地域自殺予防フォーラム オンライン配信
（YouTubeで講演会の様子を配信）

「自分を支える心の技法」講師：精神科医 名越 康文 先生
日

時：10月23日（金）午前９時～12月27日（日）午後11時59分まで視聴可

視聴方法：視聴期間中に秩父市ＨＰ「秩父地域自殺予防フォーラム」の
お知らせからアクセスし視聴
※こちらからもアクセスできます→
主催 秩父地域自殺予防フォーラム実行委員会（秩父市保健センター内）
TEL：0494－22－0648

４
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会員企業紹介（新型コロナウイルス対応編）
（新型コロナウイルス対応編
新型コロナウイルス対応編）
株式会社むさしの
所在地 〒368ー0005 埼玉県秩父市大野原567

代表者 髙橋 正樹

企業理念『新しい価値の創造にチャレンジし人間性豊かなオンリーワン企業を目指します』
創

業 昭和50年７月20日

新型コロナウイルス感染症発生後の状況は？

設

立 昭和56年５月１日

葬儀部門について挙げるとコロナ感染症の発生後は、ご葬儀に多
くの人が集まることで感染が広がることを懸念し、小規模で行う方
が多くなりました。
現在は通常の規模に戻りつつありますが、それでもまだ、不特定
多数が集まり会食をするお清めの席については感染を心配され、近
親者のみで行うご家族が多いのが現状です。
また、お清めの席は設けずに参列してくださった方にお食事代わ
りの品物をお渡しする方も多くいらっしゃいます。
このようにコロナ禍では今まで以上にご家族の想いを尊重し、感
染症の状況も踏まえながらご葬儀を執り行っています。
合わせて、年に数回行っていた弊社独自のイベント開催なども控
えるようにいたしました。

資 本 金 1,800万円
従 業 員 110名
事業内容 １．葬祭事業
２．建材事業
３．エクステリア事業
４．リユース事業
５．質屋事業
６．フィットネス事業
７．保険事業
沿
革
『株式会社むさしの』は、1975年
に前身である建築資材販売を目的と
した“株式会社サカエ建材”を創業
してから半世紀、時代の変化を読み
ながら異業種への事業展開を積極的
に続けています。
1999年１月に葬儀部門“株式会社
むさしの”を設立し、同年９月秩父
市大野原に「むさしの会館」を構え
て以来、20年の間に秩父郡市内に４
ヶ所の葬祭場を展開してまいりまし
た。
そして令和２年８月、“株式会社
サカエ建材”と“株式会社むさしの”
を合併し、新たな『株式会社むさし
の』としてスタートを切り、これか
らも時代の変化と共に歩み続けます。

会社の対策やご遺族や会葬者の方々への配慮は？
まず会社の対策としては、
・全スタッフにマスク着用の徹底
・館内の椅子やテーブルの消毒の徹底と室内の換気
・式場や控室は３密を避けるレイアウトに変更 を実施しました。
さらに、社内においても出社時の検温や事務所に入る時のアルコ
ール消毒、事務所内の対面となる場所には仕切りを設置するなどの
感染対策を行っています。
ご遺族やご会葬の皆様への配慮としては、
・来館時に集中しやすい受付やお焼香の
開始時間を早め、３密回避
・参列の方々に入館時のアルコール消毒・
検温の協力依頼
・従来のお食事の代案として、お持ち帰り
可能なお料理や食品ギフトのご提案
などを実施しております。
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移住者の就職先となる事業主の皆様へ

埼玉県移住就業マッチングサイト求人掲載企業を募集中です！
東京圏（東京都、千葉県、神奈川県）から埼玉県内の９市町村に移住し、中小企業等に
就業した方に移住支援金（最大100万円）を支給する制度を実施中です。
●求人掲載が可能な法人、掲載できる求人について
・以下の要件を満たす法人は、求人を掲載することができます。
（１）次の①または②該当すること。
①本店所在地が、埼玉県内対象地域（秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、
東秩父村、神川町）にあること。
②本店所在地が①以外の地域にあり、地域限定社員（転勤のない社員）を募集する場合。
（２）雇用保険の適用事業主であること。
（３）資本金10億円以上の営利を目的とする私企業またはみなし大企業ではないこと（市町村からの推薦がある
場合は資本金概ね50億円未満の法人も掲載可能）。
・対象となる求人は、勤務地が埼玉県内対象地域にあり、
「週20時間以上の無期雇用の求人」です。
※詳しくは県ホームページを参照してください。右下のＱＲコードからもアクセスできます。

●移住支援金対象者の要件

移住元

●東京23区在住者または通勤者
次の①と②の両方に該当する必要があります
①移住直前の10年間のうち、通算５年以上東京23区に在住・通勤していたこと
②移住直前に連続して１年以上、東京23区に在住または通勤をしていたこと

移住先

●2020年３月９日以降に下記市町村に転入した方
＜対象市町村＞
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

就業先

●県が開設するマッチングサイトに【移住支援金対象】と掲載されている求人に就職した方

サイトイメージ（トップ画面）

サイトイメージ（地域ごとの求人コーナー）

こちらからサイトへ
アクセスいただけます。

●問い合わせ先
埼玉県企画財政部 地域政策課 移住担当
〒330ー9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番１号 本庁舎２階 TEL 048－830－2773
環境にやさしい天然ガスが
豊かさと安心をお届けします

総合建設業

都市ガスは

プロパンガス

天然ガス

リフォーム工事

です

本

社

秩父市中村町

0494（25）5000

久喜支店

久喜市南

0480（24）1000

東京支店

板橋区大山金井町

03（3530）3000

配管附帯工事
ガス器具販売

ガッちゃん

スーちゃん

６
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らいこともあります。
断る際に、
「物理的に難しい状況です」というフレ
ーズを用いる方がいらっしゃいます。
「物理的に」と
いう言葉は、
「能力的に、時間的に、状況的に」とい
ったリソース不足を表現できる言葉なので、決して
「オンライン自体が嫌で断っている」という印象に
「オンラインによる会議や
はなりません。ですが、
「お断り」の意味合いがやや
営業の断り方」 強過ぎるので、「融通が利かない」「もっと協力して
オンラインによる会議や営業がずいぶん普及しま
ほしい」などと先方を不快にする可能性があります。
したが、まだまだちゅうちょする方も少なくありま
目上の人や取引先には、使わない方がよいでしょう。
せん。理由としては、自分の顔をパソコン画面に出
おすすめは、
「その代わりと言っては何ですが、文
すのが嫌、音声がよく聞き取れなくてストレスを感
章におまとめしてお送りしてもよろしいでしょうか
じる、服装や身だしなみに気を使うのが嫌（上半身
」です。文面として残せば、後々「言った、言わない
と背景の設定さえ気を付ければよいので、対面より
」の問題にもなりませんし、先方の理解度も上がり
は楽なはずなのですが…）、操作がよく分からず不
ます。このとき、例えば「本日中は難しいのですが、
安、接続が面倒など、さまざまです。また、移動時
明朝一番で取り掛かり、正午までには仕上げるよう
間が無くなったために、
「逃げ場が無くなった」と冗
にいたします」など、期限を決めて約束をすれば、
談交じりに嘆く営業担当者の声も耳にします。
前向きに協力した姿勢から、先方に誠実な印象を与
オンライン会議や営業に使用するビデオ通話アプ
えられるでしょう。
リは、報道されている通り、セキュリティー面にお
それでも、しつこくオンラインでの会議や営業を
ける脆弱（ぜいじゃく）性が懸念されます。新型コロ
迫られる場合には、かたくなに固辞するより、
「それ
ナウイルスの感染拡大が世界中に広がったことによ
では、音声のみで参加させていただいてもよろしい
り、仕事でビデオ通話アプリを使用するビジネスパ
でしょうか」とある程度妥協して歩み寄る努力をし
ーソンは日本のみならず、海外にも急増している分、 た方が、波風を立てずに済みます。
いわゆるハッキングを行う悪徳業者なども増えてい
数年後にはこうした状況も変化するのでしょうが、
るのです。大切な会議内容や内部資料などが、ハッ
過渡期だからこそ個々の思惑から戸惑うことの多い
キングにより外部に漏れたら、会社にとって大きな
オンライン。こちらが参加を促す立場の場合、嫌が
損害になります。そのため、ビデオ通話アプリの使
る相手に対し無理強いをせず、お互いの妥協点を見
用を禁止している企業さえあります。
いだすためには「どのような方法であれば無理なく
以上のような理由により、オンラインによる会議
参加できるのか」という前向きな話し合いが必要に
や営業をお断りせざるを得ない場面も出てくるので
なってきます。
すが、普及した世の中にあっては、なかなか断りづ
（人財育成トレーナー 美月 あきこ）

ＬＯＢＯ
商工会議所早期景気観測調査

業況ＤＩは、持ち直しの 動きもまだら模様。
先行きは慎重な見方も、回復への期待感続く
●全産業合計の業況ＤＩは、▲50.2（前月比＋6.3ポイント）
●先行き見通しＤＩは、▲38.0（今月比＋12.2ポイント）

業種別の動向
前月と比べたＤＩ値の動き

改善 ほぼ横ばい 悪化

建設業

製造業

卸売業

小売業

サービス業

◎日商ＬＯＢＯ調査 日商ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査は、毎月の景気動向を調査するものであり、当該月の景況に係わる
調査結果を最も早く集計・公表しております。
（全国の335商工会議所が2,757企業にヒアリング。）

ＤＩ＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合） 業況・採算：（好転）－（悪化） 売上：（増加）－（減少）
本調査結果の詳細は、ＬＯＢＯ調査（https: //cci- lobo.jcci.or .jp/）でもご覧になれます。［ＬＯＢＯで検索］

専門相談定例相談日
●政府系融資相談…
日本政策金融公庫の借入相談など
日本政策金融公庫

弁護士、税理士、社会保険労務士、弁理士、
中小企業診断士など
専門家による相談を設けています。

国民生活事業…11月25日（水）・12月９日（水）・12月23日（水）
中小企業事業…事前にご連絡下さい。

随時受付
● 特許相談 ● 税務相談 ● 労務相談 ● 経営革新相談 ● 会社設立、登記相談 ● 許可認可申請取得相談
● 店舗診断 ● 法律相談 定例相談日以外にも、ご相談は随時経営指導員がお受け致しますのでお気軽にご相談下さい。

お問い合わせは、秩父商工会議所まで（TEL 22ー4411）

2020（Ｒ2）
・11

７

融資の金利

●埼玉県制度融資（括弧内は信用保証料）

●日本政策金融公庫 国民生活事業
○経営改善貸付（マル経）…… 1.21％
○担保不要制度……………… 2.06～2.45％（基準）
○有担保制度………………… 1.11～2.10％（基準）

○小規模事業資金………… 1.10～1.30%（0.50～1.76%）
○事業資金
・一般…………………… 1.20～1.40%（0.45～1.64%）
・短期（保証付）………… 1.100%（0.45～1.64%）
・短期（保証無）………… 1.500%

（申込み内容・期間などにより利率が決定します。）

●日本政策金融公庫 中小企業事業
○基準金利…………………… 1.11～1.40％

○経営安定資金
※大臣指定貸付………… 1.00％（0.80％）
※知事指定貸付………… 1.10％
（0.45～1.59％ 金融円滑化関連 0.68％）

（申込み内容・期間などにより利率が決定します。）

●国の教育ローン…………… 1.68％

●秩父市小口金融制度・
○経営あんしん資金……… 1.30％（0.45～1.64%）
特別小口金融制度…… 1.50％
（信用保証料：小口 0.32～1.59％ 特別小口 0.70～0.80％）
11月２日現在

●提携ローン取扱金融機関 ◆埼玉縣信用金庫

◆武蔵野銀行

◆足利銀行

融資利率は年利

◆埼玉りそな銀行

（※詳しくは、各金融機関にお問い合わせ下さい。）

主要経済指標

10月

人

口

世

帯

数

（ －838） 26,415
（
61,340

秩父市

（
8,140

横瀬町

－91）

（
3,356

住宅着工件数

有効求人倍率

（ハローワーク秩父管内）
（ 県土整備事務所
秩 父 市 役 所 ）

－26）

（
11

±0）

＋12）

（
4

＋2）

（ ）内は前年同月との比較

0.89
（ －0.23）
＊

求職者の情報

問い合わせ先…ハローワーク秩父

TEL.22-3215

※ 紹介には、事前にハローワークへの求人票提出が必要です。

1

資格・経歴等
大型１種自動車免許、
フォークリフト運転技能者、
クレーン運転技能者、玉掛け技能者

希望職種
機械部品・
組立工

2級自動車整備士、フォークリフト運転技能者、

2 ガス溶接技能者、アーク溶接技能者（基本級）、
小型移動式クレーン運転技能者

3 調理師

4

フォークリフト運転技能者、
第一種衛生管理者、品質管理検定２級

フォークリフト運転技能者、
5
ガス溶接技能者、玉掛け技能者
6

汎用金属工作
機械工
検討中
生産・工程管理
事務員
生産設備保全工

床上操作式クレーン運転技能者、
フォークリフト運転技能者、玉掛け技能者、 生産設備保全工
１級機械保全技能士

7 介護福祉士

8 准看護師

総合事務員

准看護師

日商簿記２級、

9 ＭＯＳ Ｗｏｒｄ エキスパート上級レベル、 総合事務員
ＭＯＳ Ｅｘｃｅｌ エキスパート上級レベル

軽自動車

133
72

※住宅・求人・新車は９月

一般求職者

No

新車登録台数
（（一社）自販連 埼玉県支部）

問い合わせ先…ハローワーク秩父 ジョブプラザちちぶ TEL.24-5222
No

20万円

経理事務５年
1
普免

28万円

希望職種

希望労働時間等

希望時給

事務

8：30～17：30
5H、週5日、平日

928円

医療事務１年 営業３年
証券外務員 普免

事務

8：00～14：30
5H、週4日、平日

950円

3

受付・事務５年 簿記実務2級 受付
ワープロ３級 普免
販売

9：00～16：00
5H、週4日、平日

928円

4

保育12年
保育士 普免

接客
農業

9：00～16：00
5H、週4日、不問

950円

5

調理・事務14年
栄養士 普免

調理
製造

10：00～15：00
5H、週5日、平日

950円

調理

8：00～17：00
5H、週7日、平日

928円

以上

45万円

資格・経歴等

2

以上

25万円

＊ 77
＊ 秩父郡の数字

パート求職者

希望賃金

以上

113

以上

25万円
以上

6 製造１年

調理４年

17万円
以上

7

縫製７年
普免

縫製
製造

9：00～15：00
5H、週4日、平日

930円

8

製造５年
普免

製造

8：30～17：30
7H、週5日、平日

1000円

9

商品管理25年
普免

清掃

17：00～22：00
5H、週4日、平日

950円

清掃

10：00～15：00
5H、週5日、平日

928円

20万円
以上

20万円
以上

12万円
以上

※ お問い合わせ時に就職決定済みの場合もありますのでご了承ください。

10 学童指導員５年
（10月29日現在）

コラム

数十年に一度、千年に一度と自然災害や事故が続

家族がそれにかかっているかわからない。かかって

く近年、今年は何が起こるのかと考えていた年初を

しまえば、学校が、病院が、会社がその影響を受け

思い出します。よもや世界規模の厄災がこれほどま

てしまう。まずは自分がもらわないように、広げな

で身近に、そして長期に渡って行き先の見えない状

いようにようにする行動を。マスクをつけ、三密を

況を作りだすとは思いませんでした。自分が注意し

さけ、インフルエンザ予防接種を受けて、今やれる

ているだけでも、対岸の火事とヤジを飛ばしている

ことはやっておく。こんな時だからこそ、基本に忠

だけでも解決するものではありません。いつ何時、

実に、一つ一つ確実に。

Ｔ

！
で
円

と
ん
な

0
0
6,3

100枚

がき

は
年賀

注：

広告宣伝

in
「躍動感あふれる神輿洗い」
町田 邦三 さん（川瀬祭）

お店の

「感動の瞬間 （とき） ちちぶ」第５回写真コンテスト 入選作品
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「水面に映る」
馬場 勝美 さん（横瀬町 棚田）

８

ができます！

100世帯（葉書63円×100枚）のお客さまへ宛名なしで送れる

『年賀タウン』が便利です！
話が聞きたい！と思ったら
お問い合わせください

秩父郵便局 TEL0570－943－080
受付時間
月～金 ／ 9：00～16：45
無料テンプレートあり →
飲食店用・美容室用etc
←QRコードをチェック♪

贈りたくなるお菓子

左官ＴＡＫＡＭＩＹＡは
●多様なカラーと多彩な模様の世界で「唯一の壁」
に仕上げます。
●調湿効果・ホルムアルデヒド吸着分解効果・臭
いの改善など皆様の健康のお手伝いが出来ます。
●一級技能士（埼玉県金賞受賞）の確かな技術と
28年目の業務経験でお応え致します。
営業内容

・左官・造形・タイル・外構

左官ＴＡＫＡＭＩＹＡ

秩父市寺尾3889 TEL・FAX：0494-23-9251
MOBILE：090-3594-4911
連絡先 担当者名：高宮 猛

（株）

「武甲山を背に」
設楽 怜司 さん（皆野町）

●塗り壁で住まいの価値を高めて参ります。

in

ＪＴＢの登録商標です。

皆様の心豊かな暮らしの実現を目指して

「感動の瞬間（とき） ちちぶ」は

TEL 0494-26-5878 FAX 0494-26-5878
ホームページ https://patisserie-ishino.com/

他にはない秩父の土地だからこそ出会える
情景があります。普段何気なく見ている景色
も季節や時間、天候が重なり奇跡的に生まれ
る光景があります。そんな感動的な瞬間の作
「黄金の散歩道」
品を募集しました。今回もたくさんのご応募
真下 俊次 さん（ 秩父市ミューズパーク） を頂き、ありがとうございました。

〒368-0032 秩父市熊木町15-2 ＫＭＧビル1Ｆ
連絡先 石野 翔

芝桜の丘）

パティスリーイシノ

「芝桜舞う」
原 和幸 さん（ 羊山公園

大切な方、お世話になったあの人、
頑張った自分へのご褒美に。
大切な時、日常のひと時に
そっと寄り添える
「贈りたくなるお菓子」。
店主が修業時代に出会った
「美味しい！」と心揺さぶられたお菓子達を
皆様にもお届けしたいと思います。
微力ながら、秩父のためにできることを考えながら、
日々のお菓子作りに励んでいきます。

